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「町田市民文化祭」開催にあたり

平成30年度 町田市民文化祭日程表
【舞台関係］

（一社）町田市文化協会会長 高野宗佳
第41回町田市民文化祭は10月30日より11月4日まで開催さ

れます。
（一社）町田市文化協会は、各加盟団体の日頃からの研鐙を
通し相互の連携を図りつつ、地域の文化発展と向上に寄与出
来ることを目的としております。
この「町田市民文化祭」の歴史は、町田市政施行以前より
継続されており、当時より教育委員会が町田市民の文化振興
に力を入れていた事が伺われます。横の繋がりが纏まり文化
連盟として発足、その後四十年が過ぎました。
町田市政六十年を迎える本年、町田市は主催から離れ、当
協会は独立して市民文化祭を開催することになりました。
その状況の中、本年は賛助会員として多くの皆様よりご協
賛を頂いております。又、共催の町田市文化・国際交流財団
のご協力も有難く、改めましてここに感謝を申し上げる次第
でございます。
第41回「町田市民文化祭」は、より多くの市民の方々にお
集まり頂けますよう、広く呼びかけをさせて頂きましたので、
皆様には新たな出会いや発見にも巡り合えます事と存じます。
更に文化協会と致しましても誇りと情熱をもって、皆様に喜
ばれる文化祭になりますよう勤しみたく存じます。
文化の秋さながらに、心豊かなひと時をお過ごし頂けます
よう心より念じております。

《文化祭のご案内》
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（琴望会）

10月30日 （火）

19：00

11：00〜 大正琴演奏会

（まちだ雑学大学）

17：00〜 千葉佑さんとみんなで歌おう

10月31日 （水） 10：20〜歌唱の集い 15：00（宮川哲夫研究会） 17：00〜ハワイ音楽のパン帽湊とフラの集い 20：00（ハワイ音素と舞踊研究会）

11月1日
民 ホ l ル

11：00〜

（木）

唄と踊りの集い

16：00〜

15：00 （町田市民踊親和会）

11月2日 （金）

10：80〜民謡の集い 15：OD（町田市民謡協会）

11月3日 （土・祝） 一三濫わ盟艶㌢ト 願
11月4日 （日）

11：00−

15：00

舞用の集い

20：00 （町田市舞踊連合会）

1雪？㌫ピア乃フェショパン演奏会

15：30〜 時論大会 20：00（町田市吟詠連盟）

7ラの集い

17：00〜

（東京町田フラ協会）

19二00

シャンソンの流れる街町田
（町田市シャンソン文化協会）

【文芸・展示関係】
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T3伽 人形美術展（人形を作ろう）
1U時〜、14時〜 親子茶
町 ■田第二会議室
市 民 ホ l ル 第一会議室
10：脇〜楽友 10：00〜俳 句 展（親子で俳句を詠みましょう）

第三会議室

映画上映

第匹会議室

10：00〜 囲碁大会

第五会議室

13伽パッチワークつるし飾り展（あずま袋の無料講習会あ。）

−3‥伽〜陶芸展・いけばな唇漂芳志憲誌霊獣ヲラ相。）

文化祭本部（文化協会）・ワークショップスタンプラリ」た晶交換所

1F・サロン

4F・ギャラリー
1F・テラス

2F・ロビー

1F・エ／伽

茶

13帥書道展混禁晋コラ撒。）

会

ー川態画・写真展怨E篭差窟三言ヂあ。）

1割こ踊ろう盆踊り

11：肌卜′ 和装小物版元

茶

会

ランチショー

11：仙〜 【三陸物産販売会】

琴まち☆ペジ新押葉とりたて野菜即売会（，。月。即。い，4＝伽射

◎開演及び終演時刻は前後する可能性があります。
◎展示時間：10■00〜17 00（展示初日は原則13＝00から、最終日は16：00まで）
◎楽友ワークショップ…‥町田楽友協会
「美しい日本の歌を楽しみましょう」10／30（火）問合わせTEUFAXO42−732−9378
「弦楽器の体艶」10／30（火）13：30〜15：00
予約要……TEL／FAX O42−748−5077bvN1030＠gma軋COm l0／21締切

◎映画上映：10月30日（火）タイトル「KANO1931海の向こうの甲子軋

◎期間中 2Fロビーにおいて白峰福祉会の絵画と陶芸の作品展があります。
◎茶道会

平成30年歴史化寮
第41回「町田市民文化祭」秋の催し
平成30年10月30日（火）〜11月4日（日）

町田市民ホール
＊過ぎ5☆ペジ地場産新鮮とりたて野菜即売会（10月30日）10時〜14時
1階エントランスにて
＊干葉佑さんとみんなで歌おう（10月30日）17時〜19時

11月3日（土瀾）サロンとテラス二席お茶席の用意があります。（500円でこ席入れます。）
11月4日（日） 第二会議室で「親子で親しむ茶会」①10：00〜②14：00〜の2回
要申込（10／10迄）……町田茶道会
TELO42−745−9956

◎問合せ先 （彗社）町田市文化協会（会長 高野宗佳）
彗」090￣7946−5834

2階ロビーにて（民踊親和会・舞踊連合会）

mail＝liketea50＠gmailcom
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《「2019新春文化の祭典in鶴川」へのご案内≫
1月12日（土）
・新春に歌うシャンソン＆カンツォーネ シャンソン協会

於：地下ホール

2階ホールにて（有料300円）
＊和装小物販売会（日月1日）11時〜17時

又はmachida．sado◎gmail．com

◎「三陸物産販売会」11月3日・4日11：00〜17：00 2F・ロビー
◎シャンソンとカンツォーネを聴きながらランチ11月4日（1200円申込み制）
※申込み先 080−3483−1724（文化協会龍山）
◎「ワークショップスタンプラリー」期間中10：00〜17：00（叢終日は16：00まで）

・新春いけばなの集い 於：交流スペース

華道協会

＊一緒に踊ろう盆踊り（11月2日）11時〜、13時〜の2回

参加者に無料ドリンク券配布1隋テラスにて（民踊親和会・舞腐連合会）
＊ピアノカフェショパン演奏会（11月2日）16時〜21時
2隋ホールにて（無料）
＊テラスでもお茶会（11月3日）10時〜15時（茶道会） 1階テラスにて
＊三陸物産販売会（11月3日・4日）11時〜17時
2階ロビーにて
＊シャンソンとカンツォーネを聴きながらランチ（11月4日）11時半〜14時

シャンソン文化協会

1階テラスにて（有料1200円）

＊ワークショップ・スタンプラリー（市民文化祭期間中）
【赤文字のワークショップ】はスタンプラリーの対象企画です。参加して景品を！

景品交換は1階文化祭本部にて
＊町田の名産品（のれん会）特売会（市民文化祭期間中）
（市民文化祭期間中）
2階ロビーにて

1月13日（日）

・第7回新春茶会

於：三階エクササイズルーム
（二階交流スペースにて体験コーナーあり）
・新春俳句大会13時〜16時 於：三階会議室

当日当季雑詠2旬ご持参下さい（初心者歓迎）
問い合わせ先 似2−7％一朝21（高橋）俳句連盟
1月14日（月・祝）

主催：ト杜）町田市文化協会
共催：（一財）町田市文化・国際交流財団
後援：町田市

於；二階プレイルーム 茶道会

・新春吟詠大会
・新春囲碁大会

於：地下ホール
於：交流スペース

吟詠連盟
囲碁連盟

＊他に期間中創作陶芸紅土会の展覧会等が予定されております。

《パラバドミントン国際大会2018≫
パラバドミントン国際大会2018の「日本文化エリア」の

おもてなしを文化協会が担当いたします。

賛助会員のご報告
文化協会の活動にご理解を頂き、新たにご協賛
頂きました皆様をご紹介させていただきます。

＜日程＞ 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）

＜場所＞ 町田市立総合体育館（成瀬）
＜内容＞・お茶のおもてなし
茶道会
・いけ花・いけ花体験
・着付け
・書道体験

華道協会
民踊親和会
書道連盟

パラバドミントン国際大会2017に参カロして

華道協会 広瀬啓友
日本のいけ花をより知って頂くためにと思い役員一同

で頑張りました。体験コーナーも多くの方が足を止めて
真剣にとり組んでいました。

（御芳名 五十音順）

石 阪 宗 恭様（町田茶道会）井 上 博 行様
㈲大塚商店様
岡 野 宗 幹様
春日古流松頼会様
株式会社創建深沢勝様
木目田
征様
きものお手入れ専門旭屋 勝川由規様
熊 沢
洋様
国際ソロプチミスト町田様
呉服 いと藤様
小 山 克 己様
㈱さがみや様
㈱さくら建物様

㈲渋谷商工様
鈴 木 京 泉様（華道協会）
鈴 木 螢 梢様（華道協会）須 山 庸 泉様（華道協会）
㈱ゼルピア様
田賀法律事務所様
茶懐石 小すぎ様
茶道具 くぼ田様
東京ガスライフパル澤井株式会社様

㈱ 日 本 堂様

百選印刷㈱様

㈱平野屋金物店様
ベストウエスタンレンブラントホテル東京町田様

宝 永 堂様

細 野 敏 雄様

ホテルラポール千寿闇様
町田・デザイン専門学校様
まちだ雑学大学（代表松香光夫）様
（一社）町田市観光コンベンション協会様
一生懸命いけばな体験に取り組む選手

2018パラバドミントン国際大会に向けて
町田茶道会 西村雅仙
「TOKYO

2020」を2年後に控え、今年も「パラバ

ドミントン国際大会」が9月28日（金）〜9月30日（日）の

3日間町田市立総合体育館で行われます。
昨年より町田市から、町田茶道会に対して日本全国で
初めての日本の伝統文化のおもてなしをするように依頼
されました。昨年は世界30カ国200名の選手の参加で茶
道会として、活動を英語と日本語で紹介する写真入りパ
ネルを置き、正面玄関には生け花を飾り一服のお抹茶を
味わって頂きました。
「無心是我師」を野立て傘に、季節の花を「旅枕」の花
入れに生けました。世界各国から遠く日本に来て頂いて
疲れが少しでも取れますように・‥と。無心の心で試合に
臨んで頂きたいと…。主菓子には 菊、トンボ、紅葉の
三種と、茶杓の銘「好友」を揃えました。
そうすることで一期一会の出会いを楽しんで頂けたよ
うです。
あでやかな着物
姿でのお点前に感
激なさり何度かい
っしょに記念写真
をとおっしゃられ

ましたので撮りま
した。
入場者870名に対し茶道会参加者80名、議員茶道部6

名でおもてなしをさせて頂き、町田茶道会の奉仕活動が
良かったとの嬉しい報告もございました。
今年は、昨年に加えてご自分でお抹茶を点てて味わっ
て頂くコーナーを設け海外の方々に日本の心を感じて貰
いたいと、お待ちしているところでございます。

町田商工会議所様
三 橋 信 介様
明 月 堂様

㈱ミサワ商事様
㈱武藤興業様
老舗ひじかた園様

（一社）WHAIS（代表岡野美紀子）様

和菓子みのり庵和み様

※文化祭・懇親会・研修旅行等へのご案内、文協通
信・会報を送らせていただきます
＊理事及び正会員でご寄付頂いた方 （五十音順）

五十子白和様（華道協会）
西村 雅仙様（茶道会）
宮本 博志様（書道連盟）

高野 宗佳様（茶道会）
春畑
陛様（囲碁連盟）

個人・団体情報
＊町田茶道会のお茶会をご案内いたします。
』「月例茶会」
10月21日（日）「広間席 山 吹」席主：表千家 山田宗州

「立礼席 けやき」席主：裏千家 澤井宗陽
11月18日（日）「広間席 山 吹」席主：表千家 斎藤宗泉

「立礼席 けやき」席主：表千家 愛甲宗縮
12月9日（日）「広間席 山 吹」席主：大日本茶道学会西村雅仙
「立礼席 けやき」席主：裏千家 高野宗佳
時間：午前10時〜午後3時
会場：プラザ町田ビル 町田市文化交流センター5階
皆様のお越しをお待ち申し上げます。
◎各お茶会のお問い合わせ
TEL042−779−0253（高野）
E−mail：machida．sado＠gmail．com

一般社団法人町田市文化協会
会 長：高 野 宗 佳
住 所：■〒194−0211町田市相原町850−17
TEL：042−779−0253
Email：1iketea50＠gmail．com

